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Bankruptcies Up to the 2019 Fiscal Year
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Bankruptcies Up to FY2019   *Graph below shows the number of 

bankruptcies per fiscal year FY2019

Bankruptcies: 8480 (5.3% 

increase year-on-year)倒産集計対象は負債1000万円以上、法的整理による倒産
倒産は前年度比+5.3％
リーマン・ショック以降で最少だった2018年度から、２年ぶりに増加
7業種中建設業、製造業、小売業など5業種で増加（減少は卸売業、運輸・通信のみ）
消費税引き上げなどで小売業が8.9％増。なかでも飲食店は過去最多
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Bankruptcies Up to FY2019 *Graph below shows total liabilities per 

fiscal year (in trillions of yen) 

リーマン・ショック後以降、負債総額は小規模化続く
2019年度の負債5000万円未満の倒産は62.3％、構成比は7年連続で上昇し、

2000年度以降で最高
上場企業倒産は0件（2008年度は45件、それ以降10件超えはない）

FY2019

Total liabilities: 1.2187 trillion yen 

(21.6% decrease year-on-year)
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Why Bankruptcies Decreased After the 2008 GFC 
*Graphs below: Left is TDB predicted average bankruptcy rate (%), right 
is number of bankruptcies

Predicted bankruptcy rate= Chance of an individual company going bankrupt in a year

リーマン・ショック後、ＴＤＢ倒産予測値平均は上昇

（企業の倒産リスクが上昇）

一方で企業倒産件数は０９年をピークに減少傾向へ
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Why Bankruptcies Decreased After the 2008 GFC

◼ 2009年12月、中小企業金融円滑化法（「中小企業者等に対する金融の円滑
化を図るための臨時措置に関する法律」）が施行

中小企業金融円滑化法とは、金融機関に対して中小企業又は住宅ローンの借り手から申込
みがあった場合には、貸付条件の変更等を行うよう努めることが求められる時限立法

◼ 同法施行後は、申請に対して95～97％の実行率が続いた

◼ 中小企業金融円滑化法は2013年3月末で終了したが、金融庁は金融機関に
対して、引き続き貸付条件変更には柔軟に対応することを要請

◼ 事業再生ADRをはじめ、企業を倒産させずに再建させる手法が充実

生き残れない企業への手厚い支援は、日本経済にとってマイナス？？
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Comments in OECD Economic Survey of Japan

◼ 2008-09年と2011年に日本経済は
急速に縮小、しかし倒産は減少。他方
他のＯＥＣＤ諸国は66％増加（
2015年版）

◼ 生き残れない企業の存在は低い廃業率
が反映している（2017年版）

生き残れない会社（ゾンビ企業）に厚
すぎる支援

成長企業を競争に巻き込み成長を阻害
生き残れない企業の存在→投資・雇用が低下

OECD対日審査報告書2015年版から）
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Bankruptcies in the First Half

of the 2020 Fiscal Year
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全国企業倒産集計

2020年度上半期

COVID-19 Affecting Bankruptcies as Well
*Table below shows bankruptcies/total liabilities (in 
millions of yen), as well as year-on-year change (%)

◼ 倒産件数・負債ともに2000年以降で最低クラス

（件数は上半期として2番目、負債は半期ベース

で2番目）

◼ 手厚い金融支援の実質終了、米中貿易摩擦や中国

経済の失速などで昨年後半からは倒産増加の兆し

が見えていたが・・・

◼ 2019年9月以降、8カ月連続で増加していた倒

産が5月に減少

◼ 5月の倒産（288件）が過去最少、上半期の倒産

件数を押し下げ

その倒産減少には特殊要因が・・・・

（東京地裁では、緊急事態宣言を受けて、不急の申

立てを控えるよう弁護士会に要請）

◼ 新型コロナ緊急融資など、金融支援が倒産を抑制

First half of FY2020
Bankruptcies: 3956 (5.2 % decrease year-on-year)
Total liabilities: 601.2 billion yen
(6.5 % increase year-on-year)

件数 前年同月比
負債総額
（百万円）

前年同月比

2019年 9月 687 16.8% 105,916 -43.3%

10月 785 5.1% 91,079 -19.3%

11月 724 2.5% 130,797 5.6%

12月 708 12.9% 159,622 110.8%

2020年 1月 713 2.7% 117,250 -32.0%

2月 634 2.3% 66,374 -69.6%

3月 744 14.3% 89,019 15.7%

4月 758 16.4% 161,467 54.3%

5月 288 -55.6% 71,131 -27.6%

6月 806 9.8% 126,438 57.3%

7月 847 8.2% 104,801 14.3%

8月 655 -2.1% 69,417 -17.1%

9月 602 -12.4% 67,996 -35.8%
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Bankruptcies by Industry  *Bar graph below shows bankruptcies 

by industry for the first half of the fiscal year from 2016 to 2020

◼ Construction decreased for the first time in two years, to its lowest level when looking at half years
◼ In the service industry, hotels and other lodgings had 73 bankruptcies, a 143.3% increase year-on-

year (second highest amount after the first half of FY2011, after the Great East Japan Earthquake)
◼ In retail, there were 392 restaurant bankruptcies (4.5% increase year-on-year), the highest amount 

ever for the first half of the fiscal year

2019年度
上半期

2020年度
上半期

前年同期比
（％）

Construction 718 606 -15.6%

Manufacturing 479 439 -8.4%

Wholesale 588 514 -12.6%

Retail 988 963 -2.5%

Transport and 

communication
145 128 -11.7%

Service 960 961 0.1%

Real estate 122 123 0.8%

Other 172 222 29.1%

Total 4172 3956 -5.2%
From left: Construction, Manufacturing, Wholesale, Retail,  

Transport&communication, Service, Real estate, Other
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Bankruptcies by Size and Primary Factor

・負債5000万円未満の倒産（2472件）
が全体の62.5％
・小規模倒産が減少する一方で、負債5億
円以上100億円未満の倒産が増加
・上場企業倒産は2社（レナウン、Ｎｕｔ
ｓ）

・破産（3690件）が全体の93.3％
・民事再生法は129件、構成比は3.3％
・再生型の倒産である民事再生法および
会社更生法は全体の3.5％。清算型の破
産・特別清算は96.5％

By Size

負債
2019年度
上半期

2020年度
上半期

前同期比
（％）

Less than 50 million yen 2,595 2,472 -4.7%

50 million to 100 million yen 578 570 -1.4%

100 million to 500 million yen 805 685 -14.9%

500 million to 1 billion yen 107 124 15.9%

1 billion to 5 billion yen 75 92 22.7%

5 billion to 10 billion yen 8 9 12.5%

10 billion yen or more 4 4 0.0%

合計 4,172 3,956 -5.2%

By Type

態様別
2019年度
上半期

2020年度
上半期

前同期比
（％）

Corporate 

Rehabilitation Act
0 0 ―

Bankruptcy 3,877 3,690 -4.8%

Special liquidation 135 137 1.5%

Civil Rehabilitation 

Act
160 129 -19.4%

合計 4,172 3,956 -5.2%
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COVID-19 Policies Kept Bankruptcies in Check *Table below 

is number of credit guarantees made

（全国信用保証協会連合会より）

・新型コロナ対策として給
付金や助成金など、様々な
支援策を開始

・信用保証協会の保証承諾
件数は3月以降急増（6月
は30万件超え）

・金融機関への貸付条件変
更要請は約22万3900件。
実行率は99.1％（審査中・
取下げ除く）

貸付条件の変更等の状況（3月10日～8月末）

（金融庁）

（件）

申込み 実行率
実行 謝絶 審査中 取下げ

件数 223,972 192,472 1,669 24,229 5,602 99.1％
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Bankruptcies Related to COVID-19
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Bankruptcies Related to COVID-19  *Tables below: Left is 

cumulative total, right is by month

◼ As of 16:00, September 30, 563 bankruptcies related to COVID-19

◼ By month, the largest number was in June (118), followed by July (113), declining 

since then in August and September

◼ By prefecture, Tokyo (137), Osaka (60), Hokkaido (27), and Hyogo (26)
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◼ 80% of bankruptcies have 
liabilities of less than 500 
million yen

◼ Top three are restaurants at 
81, hotels at 56, and 
clothing retail at 38

◼ Hotels were most common 
at first. Since June 19, 
restaurants have been most 
common

◼ Excess liabilities and 
elderly CEOs have been 
noticeable in COVID-19 
bankruptcies so far, but…

Bankruptcies Related to COVID-19 (By Industry)
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新型コロナウイルス関連倒産

業種別件数上位

From left: Restaurants 81, hotels 56, clothing retail 38, 
construction 35, food wholesale 34, clothing wholesale 23, 
food manufacturing 21, food retail 18, clothing manufacturing 15, 
taxi/bus 11, wedding venues/funeral homes 9, printing/proofing 9, 
travel agency 7, real estate 7, beauty salon 6, 
lumber wholesale 5, automobile parts manufacturing 5, temporary 
staffing 5, sports gyms 5, advertising 5, orthopedic/chiropractic 5, 
automobile retail 4, pachinko parlors 4, automobile transport 4, 
publishing 3, toys wholesale 3
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Points to Watch For
◼ Will companies start going bankrupt as the funds they received from emergency 

financing due to COVID-19 run out?
→Financing from credit guarantee corporations increased during the 2008  

global financial crisis as well, but the next year subrogations increased
→There are concerns the number of companies that cannot survive (zombie companies) 

will increase again

◼ Possibility of more companies closing down or dissolving due to COVID-19
→The age of CEOs in Japanese companies continues to rise, as does the number of 

companies without a successor to take over. If the future looks uncertain, people may 
give up on continuing their business

*(In 2019, 12,764 companies closed down or dissolved, 2.8 times the number that went 
bankrupt)

◼ Restaurants are continuing to see a rising number of bankruptcies. A new record is 
very likely to be set this year

◼ With the new normal, demand is changing. Business confidence is also patchwork 
→With the amount of time at home increasing, demand has increased for food retail, 

horticultural products, and interior design goods
→Working from home and staying inside will continue to cause difficulties for clothing 

retail
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創業120年、日本最大手の信用調査会社です

TDB企業コード 986700000

法人番号 701040108377

本社所在地 〒107-8680 東京都港区南青山2-5-20

創業年月日 1900（明治33）年3月3日
日本の200万社のうち、業歴110年を超える企業は、7,800社程度

資本金 9,000万円

従業員
3,300名（調査取材部門として1,700名）
全国で1日平均3,000社超の企業に訪問（現地現認）

売上高 522億円（2019年9月期）
業界シェア6割超

事業所 全国83カ所
全国47都道府県のすべてに1カ所以上の拠点を設置

主な認証取得

国際標準規格ISO/IEC15459における企業コード発番機関として認定

※国際的な標準である国際規格を策定するISO（国際標準化機構：本社ジュネ
ーブ）にて、国際的な『発番機関』として認められた団体(ISO15459)は、日本で
は3団体のみ(業界内では唯一）
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■お問い合わせ先

株式会社帝国データバンク 東京支社

〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町14-3 

TEL:03-5919-9341（情報部） FAX:03-5919-9348

HP:http://www.tdb.co.jp/

■無断転載を固く禁じます。

■個人情報の取扱いについてはこちらでご案内しております。

http://www.tdb.co.jp/privacy

ご静聴ありがとうございました。

※詳細につきましては、下記までお問合せ下さい。


